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◆とうみユニバーサルスポーツクラブ

平成28年度「運動器の10年・日本賞」最高賞を受賞！
パラリンピック競技「ボッチャ」は、障がいのあるなし、大人・子どもに関係なく、誰もが一緒にできるユニバー
サルスポーツ。障がいのある方がスポーツとふれあう機会が少ないという課題解決に向け、この競技に注目しなが
ら、誰もが一緒に身近で日常的に運動・スポーツに親しめる機会を作っている。そして、それを通じて、より多くの
方にご理解をいただき、ユニバーサルな地域社会の実現を目指して、平成27年4月｢とうみユニバーサルスポーツク
ラブ｣が設立された。東御市体育協会にも加入、定期的なボッチャの練習を実施する一方で、体験会・指導者講習
会などを開催。それにより、現在は、地域や介護福祉施設での取り組みへも広がり、誰もが一緒にからだを動かす
ことを楽しめる環境づくりが進められている。
このような「障がい者の社会参加」・「障がい者理解の輪を広げる」ユニバーサルスポーツの普及・定着に取り組
んだことが認められ「平成28年度日本賞」という最高賞の受賞となりました。
運動器の10年・日本賞とは…

運動器とは、身体活動を担う筋・骨格・神経系の総称。公益財団法人「運動器の10年・日本協会」では、
毎年、日本全国各地で行われている、運動器の健康増進活動の最も独創的かつ優れた活動を表彰。
（詳しくは当協会HP参照：http://www.bjd-jp.org/what/index.html）

受賞式当日
（平成29年1月28日、明治記念館にて）

受賞記念杯 トロフィー新調
（副賞を活用しトロフィー作成）

受賞記念杯ボッチャ交流大会

2016リオデジャネイロパラリンピック
「ボッチャ」
メダリストが
『ボッチャのまち』東御市にやって来た！
ボッチャパラリンピアン交流イベント開催
平成29年7月1日、東御中央公園第一体育館において、あいにくの雨にもかかわらず、東御市内外から小さなお
子さんから高齢の方、障がいのある方ない方、総勢220名を超える皆さんの参加のもと、
「ボッチャを国民的ス
ポーツに！」と日本ボッチャ協会が行う“ボッチャキャラバン”に合わせ、交流イベントを開催しました。
今回のゲストは、日本ボッチャ界の豪華キャスト。リオパラリンピックボッチャ団体戦銀メダル獲得に大いに貢
献された、キャプテンの杉村英孝選手、エースの廣瀬隆善選手、河合俊次監督、村上光輝ヘッドコーチ、そして新井
大基アシスタント。中でも杉村選手は、東御市でのボッチャの普及のきっかけとなった平成25年開催「わくわくス
ポーツ体験会」に続いて2回目の来訪。その後の当地でのボッ
チャの盛り上がりに驚きと感激のお言葉をいただきました。

ボッチャメダリストとともに！

メダリストによる
デモンストレーション

フラッグに想いを寄せて！

▼

参

武夫

鶴田

こばやし み さ

こ

さ

あさうみ あや か

浅海文香

小林美沙子

さ とう あゆ み

いいぬま あ

なかざわ え

り

か

中澤恵利華

たつ の よう こ

竜野洋子

み

飯沼亜沙美

平成 年度

29

役

員

会 長
鶴田 武夫
副会長
中堀 雅夫
加藤 行孝
理 事
片
敏一
南沢 一郎
依田 昭次
伊藤 英和
吉澤
武
柳沢 武彦
金井 稔幸
宮澤 利彰
池田 和生
西貝 茂夫
堀込 美香
別府 昭廣
保科 勝正
加藤 英人
小山 早苗
長越 修一
竹内 美枝
堀川 幸男
山浦 千明
鳴澤 孝芳
西垣 正明
羽田 秀倫
金本 久吉
青木 昭三
小林 京子
関
豊春
梶原 邦男
篠原 博文
半田今朝巳
吉池 博美
監 事
柄沢 孝雄
清水 正博
常務理事 小林 経明
櫻井
勉
西原 日文
廣田美和子

http://tomi-taikyo.jp/

東御市体育協会のホームページが開設されています。
徐々に充実を図っていきたいと思っております。
皆様のご意見お待ちしております。

佐藤歩実

そして来年は強みの団結力で男女優勝を目指し、チーム
皆で全国大会の舞台に立てるように頑張ります。
卓球協会 中澤恵利華

私達社会人卓球チーム〈東部クラブ〉は平成29年７月14
日～17日にわたり広島県で開催された【第36回全日本クラ
ブ卓球選手権大会】に長野県代表として出場しました。
５月に行われた長野県予選会では全国大会出場一枠を
争い、一年間の練習の全てをぶつけ、混戦の末昨年２位の
雪辱を晴らし優勝することが出来ました。
全国大会は県外選手のレベルの高さを肌で感じ予選
リーグ通過が叶いませんでしたが、この結果がまた来年へ
のモチベーション向上に繋がったと思います。
強豪チームに気持ちで臆する事なく、自分たちの力を発
揮し、全国で結果を残せるようにまた、練習に励んでいき
たいと思います。

東御市 61.5%

結果率 雲南市 62.2%
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猛暑の候 皆様におかれましては、益々ご健勝で
お過ごしのこと拝察いたします。
日頃より体育協会の事業運営に温いご支援ご協
力をたまわり心より感謝申し上げます。
当体協も５月 日に通常総会を開催し、渡辺重
一副会長の後任に常務理事の加藤行孝氏が副会長
に承認されました。前副会長の渡辺重一氏には特
定法人化以来よりご苦労願いまして大変有難う御
座いました。協会員一同より感謝申し上げます。
加盟団体の皆様と新年度より活動してから早く
も５カ月が過ぎようとしています、その間加盟団
体の皆様には自主的な活動を計画され市民の皆様
のスポーツ振興に努められ大変感謝申し上げます。
本年度は中央公園内に近隣には無いすばらしい
くじら噴水を増設していただき毎日大勢の皆様が
利用しております。特に休日には子供連れで２～
３百人の方が涼を求めて利用しています。
又、市民プールでは、市民の皆様が念願してい
た流水プールが色鮮やかに改修され、６月 日よ
りオープンし毎日、市民の皆様はもとより市外の
皆様にも利用され楽しまれています。
此のところ天候不順な日が続いておりますが暑
さが過ぎ秋風が吹く頃にはスポーツの秋、体を動
かす最高の季節となります。市民の皆様、おおい
にスポーツを楽しみ健康維持に努めませんか。体
協としても皆様方のよりよいスポーツ環境の整備
とスポーツ文化の高揚を図る為に体育施設が安全・
安心で利用していただける様運営管理に日々努力
しております。
最後になりますが職員一同皆様方のご指導、ご
鞭撻の程をお願いし体育施設のご利用も併せてお
願い申し上げます。

2回目の全国大会出場 !!
卓球女子チーム

の体育施設を一部無料開放又、バレーボール元オリンピッ
ク代表 山本隆弘さんのバレーボール教室も行われまし
た結果、前年を上回る１８，
８０６人が参加されましたが、参
加率で0.7％の僅差で敗戦となりました。ご参加いただい
た皆様ありがとうございました。次回も頑張りましょう！
！
東御市では「市民１スポーツ」を目指すきっかけ作りを目
的に、本年も４回目のチャレンジデーに参加しました。
これは毎年世界中で実施されている住民参加型のイベ
ントであり、人口規模がほぼ同じ自治体同士が対戦する、
１５分以上の運動に住民がどのくらい参加するか、
その参
加率を競うものです。
本年度の対戦相手は島根県の雲南市でした。
体育協会では各協会に協力を要請、対戦当日は東御市

（15 分間以上運動を行った住民の参加率を競う）

チャレンジデー2017
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バドミントン協会

東御市バドミントン協会は教室の運営や定期練習を
通して、普及・発展を目指して活動しています。
教室では初心者さんも長年続けている方も良い汗・熱
い汗・冷や汗？を流して楽しんでいます。
マイナースポーツと言われて久しいバドミントンで
すが、リオ五輪でのタカマツペア、大
町市出身の銅メダリスト奥原希望選手
の活躍で、バド人気も高まっています。
テレビであの決勝を観て、感動・歓心・
興味を持たれた方もいらっしゃると思
います。
未経験者の方、久しぶりで少し不安、
でもまた始めたいという方は水曜日の

協会
紹介

夜、腕に覚えのある方は土曜日の夜、両曜日共に 7 時
30 分から 9 時 30 分迄です。
「バドミントンしたいなぁ」と思ったらお気軽に第２
体育館へお出掛けください。
バド始めてみませんか？
バドミントン協会 金井 稔幸

サッカー協会

東御市サッカー協会は、小学生から社会人まで約
120 名が加入しています。
主な活動は、市スポーツ教室のサッカー教室を中心
に、市内の子供たちの指導、育成を行っています。
サッカー教室は、中央公園グラウンドで、４月〜 11
月までの木曜日、夜 7 時～ 9 時に行っています。日本サッ
カー協会公認の資格を持つ指導者を中心に、年代ごと
に適切な指導を行い、中学・高校・社会人へと繋げる
一貫指導を行っています。
また、地域リーグへの参加や他地区との交流戦など
にも参加し、夏場には東御市と友好都市の東京都大田
区のチームとの交流戦などで交流を深めています。
東御市総合体育大会では、中学生からシニアの皆さん
まで、多くの方々に参加いただいています。 社会人
の現役選手から市内企業のチーム、東部中サッカー部
など、様々なチームで参加いただき、楽しい大会となっ

ています。
※サッカー教室の加入や総体への参加など、お気軽にご
相談ください。
サッカー協会 池田 和生

交流戦の様子

H28年総合体育
大会優勝チーム
“RAIDEN”

平成29年度 ヘルシーダンス協会 会員募集のお知らせ
教

室

名

さわやか（健康体操）
エアロビクス
ヨガ

マドンナ

フラ･プルメリア東御
フラ･ホク・リイリイ
ヨガ

コスモスの会

曜

日

練習時間

練習場所

火曜日

午前10時〜

第一体育館

水曜日

午後８時〜

リハーサル室・練習室

ヘルシーダンス協会では、今年も
金曜日
午前10時〜 リハーサル室・中央公民館 新規協会員を募集しています。
身体を動かして、汗を流して、笑っ
1・３火曜日 午後1時〜
リハーサル室
て楽しいひと時を過ごしてみません
２・４木曜日 午後1時〜
リハーサル室
か？参加希望教 室が見つかったら
１・３水曜日 午後7時半〜
滋野コミュニティー
直接各教室へお越しください。
皆様の参加をお待ちしています。
【問い合わせ先】 協会長 小林 経明 ☎ 63-5601
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ふわっとテニス協会
Let’
s play“ふわっとテニス”

皆さん自身、お友達、ご夫婦で「何かスポーツを始め
たい、一緒に体を動かしたい、健康管理に」と思ってい
る方“ふわっとテニス”をしませんか。
上小スポーツ推進委員会考案のニュースポーツ“ふ
わっとテニス”は、
・バドミントンコートに高さ 1 ｍのネットを張り
・女性ペア or 混合ペアにより専用ボールをテニスラケッ
トで打ち合う
・２人対２人の中高年用のスポーツです。
体験するには？
下記の時間に第 1 体育館へお出かけ下さい（行事等に
より体育館を使用できない場合がありますので、体育館
に確認をして下さい）。
ふわっとテニスを体験できるコーナーを設けています。
まずは、ふわっとテニスをご説明させていただきながら、

教室
紹介

実 際にプレイすることでより理 解を 深 めていただき、
ミニゲームも行います。
現在の活動状況
・練習場所：第 1 体育館
・練 習 日：毎週日曜日
・時
間：午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分
ふわっとテニスを体験して次のステップに進みませんか！
そして、私達と一緒に楽しみませんか？
ふわっとテニス協会 柳沢 武彦

剣道教室

剣道教室は、東御市武道館剣道場で毎週水曜日
夜７時から行っています。小学生、中学生が対象で、
毎回元気よく稽古に参加しています。
剣道は礼に始まり礼に終わる武道ですので、正
座の仕方や礼の仕方、あいさつなどを重点的に練
習して、剣道の理念をみんなで楽しく勉強してい
ます。
通常稽古以外にも、各種大会やスポーツ少
年団のキャンプへ参加したりします。教室は 10
月までなのですが、延長教室として１年を通し
て活動します。
防具等は無料でお貸ししています。気軽には
じめる事ができると思いますので、是非一度稽
古の見学にお出かけ下さい！！
剣道教室 柳沢 伸哉
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行事予定
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月１日㈰
総合体育大会
月 日㈬
賛助会親睦ゴルフ大会
月５日㈰
マラソン大会
月 日㈰
駅伝大会
年１月
スキー・スノーボード教室

あとがき

便利なものにあふれる現代
において、スポーツの必要性
について近年問われることが
多くなりました。移動手段が
昔と比べて便利になり、普段
の運動量が減ったことなどが
要因です。普段の運動量が
減ったことで、どのように対
策すれば良いのか。その答え
がスポーツの必要性に関係し
てきます。私自身このことに
関しては他人ごとではなくス
ポーツの必要性を十分に感じ
ているところです。
そして健康面だけではなく
核家族化が進み、地域のコ
ミュニティが希薄になってき
た現代において、人と人とを
つなぐ架け橋としても、ス
ポーツはこれからまた重要な
役割を果たしていくのではな
いでしょうか！
常務理事 廣田 美和子
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